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黒倉田楽観賞・体験バスツアー

育児

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。

とき：2月19日㈰午前 8 時 45 分～午後 5

学校給食共同調理場の施設見学
および試食

時30分 集合・解散：市役所市民広場
（東

とき：① 2月7日㈫② 2月21日㈫午前 10

館正面玄関前） 対象：市内在住・在学・

時～正午 ところ：①南部学校給食共同

在勤の方 内容：設楽町平山地区に伝わ

調理場（橋良町字向山）②北部学校給食

とき：1月17日、2月14日、3月14日の火

る民俗芸能
「黒倉田楽」
の観賞・体験など

共同調理場（石巻本町字枇杷） 対象：

曜日午後1時30分～3時30分 ところ：

定員：40人（抽選） 参加料：1,000円（昼

市内在学の小・中学生（4月に小学校就

あいトピア（前畑町） 内容：介護者同士

食代など） 申し込み：2月1日までに生

学予定の子どもを含む）の保護者で、5

の交流・情報交換など 参加料：各100円

涯学習課
（☎51・2851）

人以上の団体

その他：2月14日は三宅結花さん
（坂口法
の財産管理について」もあり 申し込み：
随時、豊橋市中央地域包括支援センター
（☎54・7170）
※初回参加時のみ必要

要介護認定者のオムツ代の
医療費控除の申告ができます

とき：2月18日㈯午後1時～4時 ところ：
カリオンビル（松葉町二丁目） 内容：
県が石巻地区で行った発掘調査の成
果を紹介します

定員：90 人（先着順）

参加料：各 1 人 380 円 申し込み：①は
1月27日までに南部学校給食共同調理
場（☎45・4512）
、②は2月10日までに
北部学校給食共同調理場
（☎88・1817）

青少年のための科学の祭典 東三河大会
とき：1月21日㈯・22日㈰午前10時～午

要介護認定を受けていて、オムツ代の

円（資料代）

葉町三丁目） 内容：工作、実験のほ

医療費控除を受けるのが 2 年目以降の

問い合わせ：

か、ゲームのプログラミングなどができ

方は、医師の発行する証明書に代えて

文 化 財セン

ます その他：一部、申し込みが必要な

市の確認書（主治医意見書の記載内容

ター（☎56・

を市が確認した書類）でも控除の申告が

6060）

できます。なお、一部発行できない場
合がありますので、事前に必ずお問い

男女共同参画推進セミナー
自分らしく幸せに生きるために

問い合わせ：青少年のための科学の祭典
東三河大会実行委員会事務局（☎052・
231・6723）
、こども未来館
（☎21・5525）

市民病院健康教室

館3階） 発行手数料：1件200円 問い

午前10時～正午 ところ：男女共同参画

とき：2月18日㈯午前10時～11時30分

合わせ：長寿介護課
（☎51・3133）

センター「パルモ」
（神野ふ頭町 ライフ

ところ：市民病院
（青竹町字八間西） テー

募集

ポートとよはし内） 内容：ワーク・ライ

マ：子宮がんに対する最新の治療法につ

フ・バランスを考えた生き方を学びます

いて 講師：梅村康太（女性内視鏡外科

詳細は募集要綱などをご覧ください。

講師：中島美幸さん（愛知淑徳大学講師）

部長） 定員：120 人（申込順） 申し込

ほか 定員：30 人（抽選） その他：6 か

み：住所、氏名、年齢、電話番号を市

月～未就学児の託児あり
（予約制。1人1

民病院予防医療センター（〒441-8570

新しい農業委員会制度への移行に伴い、

回300円必要） 申し込み：1月31日まで

住所不要☎33・6271）

農業委員および新設する農地利用最適

に市民協働推進課（☎51・2188）※ホー

化推進委員を募集します。

ムページからも申し込み可

農業委員・農地利用最適化推進委員

任期：平成29年7月20日から3年間 対
象：農業に関する識見を有し、農業委員

自宅の草刈、
やってみまい！

糖尿病市民公開講座
とき：2月11日㈷午前9時～正午 ところ：
保健所・保健センター
（中野町字中原
「ほ

会の職務を適正に行える方 定員：各24

とき：2月14日㈫・15日㈬午前10時～午

いっぷ」内） テーマ：知っておきたい糖

人 募集要綱の配布：市役所農業委員会

後 3 時 ところ：寺沢町地内の農地 対

尿病のあんなこと、こんなこと 講師：

事務局（西館3階）
、JA本店および各事業

象：市内在住の 60 歳以上で、就業に役

山守育雄（市民病院糖尿病・内分泌内

所・支店、ホームページなど 申し込み：

立てたい方 内容：刈払機による草刈方

科部長） その他：フットケア講座、健康

2月1日～28日（必着）に直接または郵

法を学びます 定員：各15人
（抽選） 申

チェックひろば、トマトすくい・簡易血

送で農業委員会事務局、農業企画課（〒

し込み：1月16日～31日に（公社）豊橋市

糖検査
（先着各100人）
などのイベントあ

440-8501住所不要） 問い合わせ：農業

シルバー人材センター
（☎48・3301）

り。詳細はホームページ参照 問い合

委員会事務局
（☎51・2956）

わせ：健康増進課
（☎39・9145）

広報とよはし 平成 29 年 1月15日 12
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とき：2月16日～3月9日の木曜日
（全4回）

集

確認書発行窓口：市役所長寿介護課（東

募

合わせください。

イベントあり。詳細はホームページ参照

談

後4時 ところ：こども未来館ここにこ（松

相

参 加 料：100

発掘調査のようす

支 援・医 療

律事務所弁護士）による勉強会「高齢者

とよはし歴史探訪
考古学セミナー 石巻を掘る

定員：各 20 人（抽選）

楽しむ・学ぶ

認知症家族介護者交流会

見
意

E

市民ふれあい農園利用者
利用期間：4月1日～翌年3月31日（1年
間に限り更新可） ところ／予定区画数：
①神野新田／58区画、②多米／21区画、
③石巻／42区画（各抽選。1世帯1区画
30㎡まで） 対象：市内在住の方 内容：
家庭菜園として耕作できる整備済み菜
園を貸し出します 利用料：9,000 円／
くわ

びっちゅう ぐわ

年 その他：共用の鍬・備 中鍬・一輪
車などの農具、水道、トイレ、駐車場
あり 申し込み：1月16日～2月6日に直
接、申請書（印鑑必要）を市役所農業支
援課（西館3階☎51・2472）※申請書は
農業支援課、ホームページ、各地区市
民館などで配布

51

-

440

者氏名）
、連絡先（電話番号や メール

・３８１５

56

アドレス）を建築物安全推進室（〒

８５０１住所不要

談

）
kenchikuanzen@city.toyohashi.lg.jp
※様式は自由ですが、 メールの場合

E

豊橋市空家等対策計画
（案）

日㈮

17

ご意見
募集します

問い合わせ 建築物安全推進室（☎ ・２３８０）

月

2

この計画は、増加する空家問題への対

日㈭～

19

策を総合的かつ計画的に実施するため

月

1

に必要な事項を定めるものです。

募集期間

市役所建築物安全推進室

相

はテキスト形式で提出してください

③市民から市へ
意見の提出

閲覧場所

17

3

階）
・じょうほうひろば（東館

月 日

①市で政策などの検討
2

（東 館

1

階）
、ホームページほか その他 い

ただいた意見や、それに対する市の考

え方は、ホームページなどで後日公開

します。個々の意見に直接回答するこ

とはありません 意見提出

（消印有効）
までに意見、住所、氏名
（法

支 援・医 療

定・決定・公表

人・団体の場合は所在地、名称、代表

情 報 ピック アップ

楽しむ・学ぶ

募集

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

募

問い合わせ：こども未来館（☎ 21・5525）
休館日：水曜日※変更の場合あり

集

紙面では全てのイベント、講座などをお伝えできないため、ここにこでは週 1 回程度イベント、
講座情報をメールで配信しています。詳細はホームページをご覧ください。

ホームページ
QRコード

ニコリン
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■イベント
さ ん えん
ネ オ フ ェ ニ ッ ク ス
SAN-EN NEOPHOENIX 展 とき：1月28日㈯～ 2月14日㈫午前 9 時 30 分～午後 5 時 内容：豊橋がホームアリーナのプロ
バスケットボールチームを紹介する展示です
あそびマルシェ とき：1月29日㈰午後 1 時〜 3 時 内容：折り紙や将棋を楽しみます
太極拳で心も体もゆったりしよう とき：1月29日㈰午後 1 時～ 1 時 45 分
子育て講演会 上手に食べ飲み込むために 歯科医の視点から とき：2月19日㈰午前 10 時 30 分～正午 講師：中野崇さん
（豊橋キッズデンタルクリニック院長） 定員：50 人（申込順） 申込先：子育てプラザ（☎ 21・5528）
■こども未来館相撲大会 ここにこ場所の参加者を募集します
とき：2月26日㈰午後 0 時 30 分〜 4 時 部門：年長児の部、小学 1 〜 4 年生の部 定員：各 32 人（抽選） その他：入賞者に
は賞品あり 申し込み：1月31日までにホームページで必要事項を入力
■体験プログラム／子育て講座
申し込み：1月31日
（必着）
までに返信先明記の往復はがきで①番号・講座名（1通に1つ）②とき③参加者全員の氏名・学年（年
齢）④代表者の氏名・電話番号を、こども未来館（〒440-0897 松葉町三丁目1）
。またはホームページで必要事項を入力

体験プログラム／子育て講座※詳細はホームページをご覧ください。大人のみの参加はできません
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体験 1 パティシエになろう チョコレートケーキをつくろう
とき：2 月 18 日㈯ 協力：マッターホーン

体験 3 英語であそぼう えいごのおとあそび編
とき：2月19日㈰ 協力：浅野友美さん
（ここにこ体験講師）

体験2 豊橋産の米粉を使ってパウンドケーキをつくろう！
とき：2 月 19 日㈰ 協力：清須ライスセンター

子育て 1 歯の親子健康講座
（愛知県歯科衛生士会）
とき：2月17日㈮ 協力：小巻康子さん

